
構造計算書偽造物件　：　物件概要　　　（11/22以降判明したもの） (2/3)

＜12月14日22時までに地方公共団体から報告のあったもの＞ 変更部分は網掛け

【竣工済み】

1 群馬県 群馬県 エクセルイン渋川 群馬県渋川市 辰巳町1689-4 ＊ 平成設計㈱ 川村建設（株） 2003/4/22 RC11 2,012㎡ ホテル － 竣工済 0.57

2 前橋市 前橋市 SGホテル 群馬県前橋市 千代田町5丁目20-6、-7 ＊ 平成設計㈱ 小野里工業（株） 2002/1/23 RC11 2,922㎡ ホテル － 竣工済 0.57

3 伊勢崎市 伊勢崎市 伊勢崎大手町SGホテル 群馬県伊勢崎市 大手町23-12、-13 ＊ 平成設計㈱
木村建設(株)、鵜川

興業（株）
2001/8/13 RC10 2,339㎡ ホテル － 竣工済

4 船橋市 UDI確認検査 ＊ 千葉県船橋市 ＊ ＊ 姉歯建築設計事務所 ＊ 2003/6/17 W3 139㎡ 一戸建て住宅 － 竣工済

5 船橋市 UDI確認検査 ＊ 千葉県船橋市 ＊ ＊ 姉歯建築設計事務所 ＊ 2003/8/5 W3 130㎡ 一戸建て住宅 － 竣工済 問題なし※２

6 船橋市 イーホームズ ＊ 千葉県船橋市 ＊ ＊ 姉歯建築設計事務所 ＊ 2003/3/26 W3 128㎡ 一戸建て住宅 － 竣工済

7 市川市 日本ERI グランドステージ下総中山 千葉県市川市 鬼高3丁目1124-1 （株）ヒューザー (株)ｽﾍﾟｰｽﾜﾝ建築研究所 太平工業（株） 2002/3/28 RC9 3,095㎡ 共同住宅 23戸(分譲) 竣工済 0.73

8 川口市 日本ERI グランドステージ川口原町 埼玉県川口市 原町12-13 （株）ヒューザー （株）森田設計事務所 （株）福田組 2001/9/19 RC11 2,565㎡ 共同住宅 21戸(分譲) 竣工済 0.56

9 東京都 イーホームズ （仮称）ロセット喜多見 東京都狛江市 岩戸北4丁目1340-2,1340-18 (株)ハウジング大興 (株）井上建築企画研究所 勝村建設㈱ 2004/8/6 RC5 1,553㎡ 共同住宅 22戸(分譲) 竣工済 0.74

10 港区 イーホームズ 東麻布１丁目マンション 東京都港区 東麻布1-12-4 （株）シノハラ建設システム （株）アーキグラム
（株）シノハラ建設シ

ステム
2004/3/5 RC10/1 586㎡ 共同住宅・事務所 9戸（賃貸） 竣工済 0.45

11 世田谷区 イーホームズ (グランドステージ千歳烏山) 東京都世田谷区 北烏山8-2134-1，2，3，4 （株）ヒューザー (株)ｴｽｴｽｴｰ建築都市設計事務所 木村建設(株) 2002/9/20 RC5 3,690㎡ 共同住宅 31戸(分譲) 竣工済 0.34

12 品川区 イーホームズ 京王プレッソイン五反田 東京都品川区 西五反田2丁目17-3 京王電鉄(株) 平成設計(株) 木村建設(株) 2003/11/28 RC11 3,234㎡ ホテル － 竣工済

13 北区 北区 グランドステージ赤羽 東京都北区 神谷２丁目３４－５，６ （株）ハウジングセンター （株）下河辺建築設計事務所 （株）松村組 1999/5/27 RC9 1,788㎡ 共同住宅 18戸(分譲) 竣工済 0.32

14 荒川区 荒川区 グランドステージ町屋 東京都荒川区 荒川5丁目34番 （株）ヒューザー （株）森田設計事務所 東鉄工業（株） 2001/2/21 RC9 ＊ 共同住宅 30戸(分譲) 竣工済 0.72

15 練馬区 イーホームズ コニファーコート江古田 東京都練馬区 栄町９ (株)ハウジング大興 (株）井上建築企画研究所 (株)植木組 2003/5/20 RC5 1,171㎡ 共同住宅 23戸(分譲) 竣工済 1.0以上

16 日野市 日本ERI （仮称）グランドステージ豊田 東京都日野市 旭が丘2丁目8-16 （株）ヒューザー ㈱森田設計事務所
太平工業(株)東京支

店
2002/8/6 RC9 6,523㎡ 共同住宅 49戸(分譲) 竣工済

17 東京都 イーホームズ 羽村市駅前ＳＧホテル 東京都羽村市 五ノ神4-14-14 ＊ 平成設計(株) ＊ 2003/8/22 ＊ ＊ ホテル － 竣工済

18 川崎市 イーホームズ (グランドステージ溝ノ口) 神奈川県川崎市 高津区久本３丁目87-16,-17,-28 （株）ヒューザー ㈱森田設計事務所 太平工業㈱ 2003/3/13 RC7 2,945㎡ 共同住宅 24戸(分譲) 竣工済 0.39

19 横浜市 イーホームズ ｱﾙｶﾝｼｪﾙ和田町駅前 神奈川県横浜市 保土ヶ谷区和田1丁目207 小俣組･（株）ｼｽﾃﾑﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ (株)井上建築企画研究所 奈良建設（株） 2003/8/20 RC6 3,190㎡ 共同住宅 39戸(分譲) 竣工済 0.61

20 平塚市 平塚市 （仮称）平塚・明石町ＳＧホテル 神奈川県平塚市 明石町24番12,13,31 （株）アサヒプランナーズ 平成設計(株)
窪田建設（株）、（株）

丸山工務所
2001/8/30 RC11 3,006㎡ ホテル － 竣工済

21 長野県 長野県 ホテルセンピア 長野県伊那市 伊那部4819－31他 伊那米穀(株) 木村建設(株) 木村建設(株) 1999/10/6 RC8 2,066㎡ ホテル － 竣工済 0.54

22 長野県 長野県 駒ヶ根プレモントホテル 長野県駒ヶ根市 赤穂1522－3 (有)ホテルオオハシ 木村建設(株) 木村建設(株) 2001/5/18 RC8 2,329㎡ ホテル － 竣工済 0.52

23 松本市 松本市 エースイン松本 長野県松本市 深志一丁目704番地 東洋観光事業(株) 平成設計(株) 窪田建設(株) 2001/5/1 RC11 3,044㎡ ホテル － 竣工済 0.31

24 岐阜県 岐阜県 パークホテル高山 岐阜県高山市 花里町6-38 金亀商事（株） 平成設計(株) 窪田建設(株) 2000/9/5 RC11 3,032㎡ ホテル － 竣工済 0.23

25 静岡県 静岡県 くれたけイン・掛川 静岡県掛川市 駅前10番2　他1筆 ＊ 木村建設(株) (株)中村組 2002/4/5 RC11 2,287㎡ ホテル － 竣工済

26 静岡県 イーホームズ くれたけイン・浜名湖 静岡県湖西市 鷲津15街区5,6,7,8,27 （株）喜良久 （株）中村組 （株）中村組 2003/12/19 RC11 2,254㎡ ホテル － 竣工済

27 静岡市 イーホームズ ㈱マルコもちづきホテル 静岡県静岡市 葵区御幸町5-2,3,6,8 （株）マルコもちづき 平成設計(株) 都市計画工業（株） 2003/11/8 SRC12 4,464㎡ ホテル － 竣工済

28 愛知県 愛知県 名鉄イン刈谷 愛知県刈谷市 刈谷東日成25-1ほか 名鉄不動産（株） 平成設計(株) 木村建設(株) 2002/8/7 RC11 3,105㎡ ホテル － 竣工済 0.46

29 愛知県 愛知県 エースイン刈谷 愛知県刈谷市 若松町2-54 三菱ＵＦＪ信託銀行 平成設計（株） 木村建設（株） 2000/12/14 RC8 2,260㎡ ホテル － 竣工済 0.80

30 愛知県 愛知県 センターワンホテル半田 愛知県半田市 更生町1-74 半田電化工業（株） 平成設計（株） （株）沢田工務店 2001/12/27 ＲＣ10 2,484㎡ ホテル － 竣工済 0.64

31 愛知県 愛知県 エースイン大府 愛知県大府市 中央町3丁目96-1 フリックイン福井（株） 平成設計（株） （株）浅井工務店 2003/3/25 ＲＣ11 2,382㎡ ホテル － 竣工済 0.58

32 岡崎市 岡崎市 （仮称）岡崎伝馬ＳＧホテル 愛知県岡崎市 伝馬通2丁目22,22-1 ＊ 平成設計（株） （株）浅井工務店 2000/12/21 ＲＣ10 1,801㎡ ホテル － 竣工済

33 岡崎市 岡崎市 岡崎第一ホテル　イースト館 愛知県岡崎市 唐沢町1丁目1 ヒサコー観光（有） 平成設計（株） （株）浅井工務店 2002/3/26 ＲＣ9 1,051㎡ ホテル － 竣工済

34 豊田市 日本ＥＲＩ（株） ホテル新永別館 愛知県豊田市 永覚新町4丁目202-5 （株）新永センター 平成設計（株） 木村建設（株） 2004/11/4 ＲＣ7 1,184㎡ ホテル － 竣工済 1.0以上

35 桑名市 日本ＥＲＩ（株） (仮称）三交イン桑名 三重県桑名市 寿町2丁目4-6,31,31-1､5 三重交通株式会社 平成設計株式会社
三交ホーム㈱　豊國
建設株式会社JV

2002/9/12 RC9 2,581㎡ ホテル － 竣工済 0.60
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36 京都府 京都府 舞鶴ＳＧホテル 京都府舞鶴市
字引土小字折原39-1,39-3,49-
2

（株）ＮＶＦサービス 平成設計（株） 鹿島建設（株） 2000/10/3 RC8 1,765㎡ ホテル － 竣工済

(3/3)

変更部分は網掛け

37 京都府 京都府 （仮称）峰山ビジネスホテル 京都府京丹後市
峰山町字新町小字家の下
1654,1655

京丹商事（株） 豊國建設（株）一級建築士事務所 豊國建設（株） 2001/9/10 RC8 1,918㎡ ホテル － 竣工済

38 大阪市 大阪市 ヴィアイン新大阪ウエスト 大阪府大阪市 淀川区宮原4丁目1-14他6筆
(株)ｼﾞｪｲｱｰﾙ西日本ﾃﾞｲﾘｰｻｰﾋﾞｽ

ﾈｯﾄ
平成設計（株） (株）大林組 2000/6/15 RC11 8,964㎡ ホテル － 竣工済 0.73

39 姫路市 姫路市 （仮称）ヴィアイン姫路 兵庫県姫路市 南駅前町33番１ （株）ジェイアール 平成設計株式会社 大鉄工業 2002/2/14 RC11 3,949㎡ ホテル － 施工済

40 三田市
（財）日本建築
総合試験所

プラザホテル三田 兵庫県三田市 中町2－14 ＊ 平成設計㈱ 豊國建設（株） 2001/2/23 RC11 2,338㎡ ホテル － 竣工済

41 奈良市 イーホームズ 奈良市三条本町ＳＧホテル 奈良県奈良市 三条本町265-1他 （株）増富 平成設計(株) 木村建設(株) 2005/3/26 RC12 3,994㎡ ホテル － 竣工済

42 奈良県 日本ＥＲＩ（株） サンホテル大和郡山 奈良県大和郡山市 筒井町八王寺635-1他 （株）総研ビー・エイチ企画 豊國建設(株)一級建築士事務所 豊國建設（株） 2003/11/11 RC8 2,217㎡ ホテル － 竣工済

43 和歌山市 和歌山市 （仮称）サンホテル和歌山 和歌山県和歌山市 友田町4丁目75・76 ＊ 平成設計（株）
木村建設(株)・
（株）進藤建設

2000/5/1 RC7 2,257㎡ ホテル － 竣工済 0.62

44 北九州市 日本ＥＲＩ（株） （仮称）ビジネスホテル黒崎 福岡県北九州市 八幡西区黒埼3丁目24-13他 菅原不動産（株） (株)醇建築・まちづくり研究所 木村建設(株) 2004/10/14 ＊ ＊ ホテル － 竣工済 0.87

45 福岡市 福岡市
（仮称）ダイナコートエスタディオ
千代県庁口

福岡県福岡市 博多区千代3丁目5－17 岡部産業㈱ ㈱岡田建築設計 木村建設(株) 1999/10/8 SRC12 2,322㎡ 共同住宅 91戸（賃貸） 竣工済 0.56

46 佐賀県 佐賀県 （仮称）サンホテル鳥栖 佐賀県鳥栖市 京町７８１－１ (有)岩崎実業 平成設計（株） 木村建設(株) 2001/12/6 RC10 2,317㎡ ホテル － 竣工済 1.0以上

【工事中･未着工】

1 福岡県 日本ＥＲＩ（株） （仮称）ビジネスホテル苅田 福岡県苅田町 幸町12-5．12-6 ㈱オオハシ ㈱KSM一級建築士事務所 木村建設㈱ 2005/6/8 RC11 2,378㎡ ホテル － 工事中

2 佐賀県 日本ＥＲＩ（株） （仮称）セントラルホテル伊万里 佐賀県伊万里市 新天町549－14 （有）武雄ボーリングセンター 木村建設(株) 木村建設(株) 2005/7/6 RC12 3,824㎡ ホテル － 工事停止中 0.85

3 台東区 台東区 エクセリア浅草田原町 東京都台東区 松が谷2-25-6 (株)シンアイ (株)井上建築企画研究所 未定 2004/11/10 RC12 1,720㎡ 共同住宅 53戸 未着工

4 横浜市 ﾋﾞｭｰﾛﾍﾞﾘﾀｽ 都筑佐江戸町マンション 神奈川県横浜市 都筑佐江戸町字杉崎516-1 （株）エルクリエイト （株）田口設計 木村建設（株） 2005/6/16 RC7 3,817㎡ 共同住宅 50戸(分譲) 工事中止

5 厚木市 イーホームズ (仮称)本厚木ホテル 神奈川県厚木市 中町3丁目673 (有)厚木ホテル (株)ＫＳＭ一級建築士事務所 （株）アトリウム建設 2005/9/7 RC11 3,886㎡ ホテル － 工事停止中

6 沼津市 イーホームズ ＴＫアセットビル 静岡県沼津市 大手町5-86-6,86-7ほか ＊ （株）KSM一級建築士事務所 ＊ 2005/8/25 RC9 3,699㎡ ホテル － 工事停止中

※１　（）内の名称は、現在の物件名

※２　当該物件は、木造３Ｆであり、Qu/Qunの計算は求めていない。特定行政庁等が現地調査を行い、耐震性に問題がないことを確認した。

＊1　表中、空欄は、現時点で特定行政庁から報告が上がっていない事項等

＜この他、報道されている物件＞

1 大田区 大田区 グランドステージ池上 東京都大田区 木村建設㈱ RC9 共同住宅 － 竣工済

2 東京都 アーバン武蔵小金井 東京都小金井市 世紀東急工業（株） 木村建設(株) 共同住宅 56戸 竣工済

3 川崎市 川崎市 グランドステージ江川 神奈川県川崎市 木村建設㈱ RC7 共同住宅 － 竣工済

4 豊島区 京王プレッソイン池袋 東京都豊島区 ホテル － 竣工済
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